
でん粉用かんしょでん粉用かんしょ
○ かんしょは、本県の主要な作物として生産され、生食用、焼酎用、でん粉用等に幅広く利用。
○ でん粉用は、本県と宮崎県のみで生産され、本県のかんしょ生産量の36％の94,200tをでん粉用原料として利用。
○ 県内の主要な地域は、南薩地域、大隅地域、種子島など。

でん粉用
15%

ｱﾙｺｰﾙ用
27%

生食用
54%

その他 4%

かんしょ消費量の用途別割合

平成29年産
807,100ｔ
（100％）

資料：農林水産省政策統括官付地域作物課調べ
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かんしょ基腐病防除対策かんしょ基腐病防除対策

資料：鹿児島県農業開発総合センター「サツマイモ基腐病防除対策(令和２年版)」
※農研機構生研支援センター「イノベーション創出強化研究推進事業（01020C）」
の成果を活用した。

１ 基腐病とは
（１）病原菌サツマイモ基腐病菌（糸状菌）
（２）生育温度１５ ～ ３５℃（適温２８～３０℃）
（３）寄主植物ヒルガオ科（主な作物：さつまいも）

２ 基腐病の症状
地際の茎が黒変し、茎葉は黄色や紫色に変色し次第
にしおれる。茎葉が繁茂する時期には茎が黒～黒褐
色に変色し地上部が枯死。枯死株の塊根は、主
に、なり首から腐敗。（図１）

３ 基腐病の伝染方法と主要な防除対策
本病の一次伝染として、①感染苗による苗伝染、②発病残さによる土壌伝染。
二次伝染として、③発病した茎葉の接触伝染、④停滞水とともに胞子が拡散する
胞子伝染。
基腐病の防除には、これらの伝染を絶つため、図２に示す赤枠の防除対策を行う
必要。

４ 育苗期の防除対策のポイント
（１）育苗ほ場の準備
育苗ほ場は、必ず殺菌効果のある土壌消毒剤で土壌消毒を実施。

（２）健全イモの確保
発病ほ場から収穫したイモを種イモに利用すると育苗時期に発病するため、必ず健全ほ場
から種イモを確保。

（３）種イモの消毒
黒斑病を防除するために、トップジンＭ水和剤で種イモを消毒。

（４）発病イモの除去
症状を確認したら直ちに種イモごと抜き取り、ほ場外に持ち出し処分。

（５）採苗方法と苗消毒
○苗は、基部から離れるほど病原菌の感染リスクが低い。そのため、地面から５ｃｍ
程度離れた位置で採苗すると、より健全な苗を確保可能。
○ベンレート水和剤による苗消毒は、初期の発病抑制効果が高いので必ず実施。

５ 本ぽのほ場準備における防除対策のポイント
《前年度多発したほ場は、輪作や休作を行い、ほ場の菌密度を低下させることが重要！》
（１）収穫後の発病土壌残さの処理
作物残渣が残らないよう、複数回耕耘を実施。

（２）排水対策
栽培前には排水溝の掃除を行い、排水性を確保。

（３）本ぽの土壌消毒
前年度発病したほ場は、地温15℃以上の時期に殺菌効果のある土壌消毒剤で消毒。

６ 本ぽにおける防除対策のポイント
《本ぽでは、発病株から周囲の株へ感染が拡がらないようにすることが大切！》

（１）生育初期の発病株除去
《茎葉が通路を覆うまでに、発病株を除去することが大切！》
伝染源となる初期の発病株（一次伝染株）は早急に抜き取り、ほ場外へ持ち出す。

（２）薬剤による防除
《発病株を除去してから薬剤散布することが大切！》
発病株を除去した後に、薬剤を複数回散布すると効果的な防除が可能。
防除薬剤として、Ｚボルドーとジーファイン水和剤が利用可能だが、両剤とも発病した株

への効果は無いため、発生初期からの防除を心がける。 9



平成29年9月7日から11日にかけて、全国の和牛王座を決定する「第11回全国和牛能力共進会」が宮城県
で開催され「鹿児島黒牛」が悲願の総合優勝を獲得し「全国和牛チャンピオン」に輝いた。
本県からは、県内各地から予選を勝ち抜いた30頭を出品し、9部門のうち4部門で1位を受賞するなど、出
品した全ての牛が上位6位に入賞し、栄えある総合優勝（団体賞）を勝ち取った。

鹿児島黒牛が総合優勝に輝いた「全国和牛能力共進会」とは
和牛日本一を決めるため、5年に一度、各都道府県持ち回りで開催される和牛の品評会で、全国のブランド牛を一堂に集めてその優秀性
を競う。審査は雄牛、雌牛の体型を審査する「種牛の部」と肉質を審査する「肉牛の部」があり、今回が第11回目。
なお、次回の大会は令和4年に鹿児島県で開催予定。

鹿児島黒牛 黒 豚
黒さつま鶏

牛肉輸出拡大中！！
鹿児島黒牛は、最近では経済発展著しいアジアの各国でも人気
が高まっており、輸出量は、アジアや米国、ＥＵ向けが年々増
加。
（※輸出の際は、「KAGOSHIMA WAGYU」として、販売。）

第12回全国和牛能力共進会（鹿児
島）マスコットキャラクター

畜産 鹿児島の畜産物は三つの黒畜産 鹿児島の畜産物は三つの黒
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鹿児島から海外へ（輸出による儲かる農業の実践）鹿児島から海外へ（輸出による儲かる農業の実践）

○ 品目ごとの輸出額

○ 輸出先国、地域ごとの輸出額 単位：百万円

品目
輸出額

（単位：百万円）

牛肉 9,289

養殖ブリ 8,626

丸太など 2,561

鶏肉 344

お茶 338

豚肉 271

鶏卵 218

さつまいも 169

その他 871

合計 22,687
牛肉

ＥＵ
牛肉、養殖ブリ等

1,584

台湾
牛肉、養殖ブリ等

1,914

香港
牛肉等
4,369

シンガポール
牛肉等
838

中国
丸太等
2,526

アメリカ
養殖ブリ、牛肉等

9,920

丸太ブリ

＠pref.kagoshima

資料：鹿児島県調べ（平成30年度実績） 11



④ 木材輸出戦略会議
(志布志市)

【品 目】スギ、ヒノキ
【輸出先】中国、韓国

【概 要】志布志港は東南アジア方面への輸出に利便性が
高いことを生かし、平成23年７月から鹿児島、宮崎の近隣
４森林組合で輸出を開始。

② 鹿児島堀口製茶有限会社
(志布志市)

【品 目】抹茶原料、ほうじ茶原料
【輸出先】米国、台湾、ドイツ等

【概 要】スマートＩＰＭ農法により輸出に対応した茶葉
を生産。自社ブランド「ＴＥＡＥＴ」や「抹茶缶」を米国
の専門店等へ輸出。

奄美大島

甑島

屋久島 種子島

口之島

中之島

諏訪之瀬島

与論島

徳之島

喜界島

竹島
硫黄島

黒島

口永良部島

沖永良部島

輸出で表彰された皆様輸出で表彰された皆様

①②

③

④

養殖ブリ

牛肉

お茶

木材

③ 東町漁業協同組合
(長島町)

【品 目】養殖ブリ
【輸出先】北米、ＥＵ、アジア

【概 要】米国向けから始まり、養殖魚では初めてＥＵ諸
国へ輸出。世界29カ国へ輸出。

① サンキョーミート株式会社
(志布志市)

【品 目】牛肉
【輸出先】香港、米国、欧州等

【概 要】世界基準に対応した工場を新設。認定取得を経
て、平成18年より輸出を開始し、現在42カ国への牛肉輸出
対応が可能。
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鹿児島県内の輸出エキスパートのご紹介鹿児島県内の輸出エキスパートのご紹介

事業者名 お問合せ先 主な輸出品目 輸出先

1 株式会社カミチク（鹿児島市） https://www.kamichiku.co.jp/ 和牛、薩摩牛 香港、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア

2 村商株式会社（肝付町） https://www.shinmurachikusan.com/murasho/ 黒毛和牛 台湾

3 有限会社小田畜産（南さつま市） https://odagyu.com/company 黒毛和牛 台湾

4 東町漁業協同組合（東町） http://www.azuma.or.jp/ 養殖ブリ 北米、ＥＵ、アジア

5 垂水市漁業協同組合（垂水市） https://www.tarumizugyokyou.com/ 養殖カンパチ 米国、シンガポール、カナダ、フランス、香港

6 株式会社エヌチキン（南九州市） http://www.ajinatori.com/nchicken-html 鶏肉 香港

7 池田製茶株式会社（鹿児島市） https://www.seicha.com/outline/ 緑茶 米国

8 鹿児島製茶株式会社（鹿児島市） http://kagoshimaseicha.co.jp/ 緑茶 米国、カナダ、ＥＵ、シンガポール等

9 株式会社下堂園（鹿児島市） http://www.shimo.co.jp/ オーガニック緑茶 ドイツ、ベルギー、タイ、オーストラリア等

10 霧島製茶株式会社（霧島市） http://kirishimacha.web.fc2.com/ 緑茶 フランス、イギリス、米国

11 沢田園（鹿児島市） https://sawadaen.jp/ 緑茶 ベトナム

12 ヘンタ製茶有限会社（霧島市） https://www.henta.co.jp/ 有機抹茶 米国、シンガポール、カナダ、フランス、香港等

13 有限会社おりた園（南九州市） https://www.orita.co.jp/ 緑茶 米国、台湾、香港等

14 有限会社蔵園製茶（霧島市） 0995-59-2261 緑茶 台湾

15 有限会社南橋商事（鹿屋市） https://imonosora.co.jp/ さつまいも タイ、シンガポール、マレーシア

16 オーバーシーズグループ（薩摩川内市） 0996-23-5111 ハウスきんかん 香港

17 株式会社本坊商店（鹿児島市） http://www.hombo.info/index.html 加工食品等 香港

18 協和食品工業株式会社（鹿児島市） http://kyowashokuhin.jp/ あげ玉 中国、米国、タイ

19 小城製粉株式会社（薩摩川内市） http://kojoseifun.co.jp/ 米粉 ＥＵ、米国等

20 坂元醸造株式会社（霧島市） http://www.kurozu.co.jp/ 黒酢 米国、台湾、香港、シンガポール等

21 セイカ食品株式会社（鹿児島市） https://www.seikafoods.jp/ 菓子 台湾、香港、中国、韓国、タイ、米国

22 大吉農園（指宿市） 080-6433-6860 キャベツ タイ、シンガポール、香港

23 弓場貿易株式会社（鹿児島市） http://www.yumiba.co.jp/ 菓子、調味料、水産物等 米国

詳しくは九州農政局ＨＰをご覧ください→https://www.maff.go.jp/kyusyu/keiei/zigyo/191225.html
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輸出するならＧＦＰ！輸出するならＧＦＰ！
○ GFPとは、Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers Projectの略称であり、

農林水産省が推進する日本の農林水産物・食品輸出プロジェクト。
農林水産物・食品の輸出を意欲的に取り組もうとする生産者・事業者等のサポートと連携を図る
「GFPコミュニティサイト」を立ち上げ、当該サイトに登録した者を対象に、農林水産省が「輸出
の可能性」を診断することにより、サポートを実施。

○ 令和２年６月末現在、全国での登録数は3,169件、うち鹿児島県は100件。

農林漁業者・食品事業者へのサービス

 輸出診断が無料

 輸出商社の「商品リクエスト情報」を共有

 輸出希望商品を輸出商社に紹介

※輸出手続きを自ら行わずに速やかに輸出することも可能

 輸出のための産地づくりを計画策定から支援

 メンバー同士の交流イベントへの参加

輸出商社・バイヤー・物流企業へのサービス

 生産者・製造業者が作成する「商品シート」を共有

 「商品リクエスト」を全国の生産者・製造業者へ発信可能

 メンバー同士の交流イベントへの参加

登録
無料

霧島市福山町の黒酢壺畑

指宿市の春キャベツ開聞岳（薩摩富士） 14



ＧＩに登録して取引の拡大を目指すＧＩに登録して取引の拡大を目指す

①

③

④

⑤

②

○ ＧＩ（Geographical Indication）とは地理的表示の略称であり、地域の特産品を知的財産として保護。登録すること

により、「取引の拡大」「価格の上昇」等の効果に期待。
○ ＧＩに登録されたことで「海外における模倣品の排除」「マスコミに取り上げられ商談の機会が増えた」「生産者
の意識が高まり品質が向上した」といったアンケート結果が得られた。

＜鹿児島県内の登録及び公示一覧＞

種子島レザーリーフファン

県下全域 鹿児島黒牛

⑥

⑦

鹿児島の壺造り黒酢

えらぶゆり

桜島小みかん

種子島安納いも

辺塚だいだい

鹿児島の壺造り黒酢（霧島市福山町・隼人町）

鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会

桜島小みかん（鹿児島市桜島地区）

鹿児島みらい農業協同組合

辺塚だいだい（肝付町・南大隅町）

鹿児島きもつき農業協同組合

鹿児島黒牛（鹿児島県内）

鹿児島県肉用牛振興協議会

種子島レザーリーフファン（鹿児島県熊毛郡）

種子屋久農業協同組合（登録申請の事実の公示中）

えらぶゆり（鹿児島県沖永良部島地区）

沖永良部花き専門農協、あまみ農協（登録申請の事実の公示中）

種子島安納いも（鹿児島県種子島地区）

（社）安納いもブランド推進本部（登録申請の事実の公示中）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
※令和２年３月末現在、鹿児島県内での登録は４件、登録申請の事実の公示中は３件。（全国では９４産品）

このマーク
が目印
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